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イー・ガーディアン株式会社（http://www.e-guardian.co.jp/ 東京都港区 代表取締役社長：高谷 康久 以下、

「イー・ガーディアン」）の子会社である EG セキュアソリューションズ株式会社（https://www.eg-secure.co.jp/ 

東京都港区 代表取締役：徳丸 浩 以下、「EG セキュアソリューションズ」）は、トライベック・ストラテジー株

式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：後藤 洋、以下「トライベック」）と共同で開発した「トライベッ

ク・セキュリティソリューション（以下「本サービス」）」に、新たに 5つのプランを加えた全 8 プランで 4月 11 日

（水）より提供開始します。 

 

 

 

本サービスプラン拡充の背景 

近年、サイバー攻撃の件数や被害は拡大の一途をたどっています。その種類も多様化しており、純粋にサイトを

攻撃するものから、仮想通貨マイニングのようにサーバのリソースを奪うことを目的とした攻撃も増えてきていま

す。また、攻撃対象も有名企業の Web サイトのみに限らず、インターネットに接続されたすべてのコンピュータが

対象であるといえる状況です。 

 

その一方で、攻撃される側のセキュリティ対策状況は、高度なレベルで備えているものから、まったく手付かず

のものまで幅広く、求められる対策のレベルも企業やサイトによってかなりばらつきがあります。 

このような幅広いニーズに応えるため、本サービスの旧来のネットワーク診断プラン、基本診断プラン、総合診断

プランに新たに 5つのプランを加え、手軽な備えから本格的な診断まで対応できる全 8プランに拡充します。 

 

サイバーセキュリティ対策のプロフェッショナル集団 EGセキュアソリューションズ 
 

Web担当者向け「セキュリティ診断サービス」に新プランを追加 

～トライベック・ストラテジー株式会社と連携を強化し、本格診断のニーズに対応～ 

1. 「トライベック・セキュリティソリューション」に新たに 5つのプランが追加 

2. 旧来の 3つのプランと合わせ、手軽な備えから本格的な診断まで対応できる全 8プランに拡充 

3. Webサイトのセキュリティに関する幅広いニーズに応えるラインナップに進化 

http://www.e-guardian.co.jp/
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新たに追加される 5 つのプランについて 

今回、本サービスに新たに追加される５つのプランの概要は以下のとおりです。 

1）ウェブ健康診断プラン 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「安全なウェブサイトの作り方」に準

拠した、もっとも安価、短納期で実施できるお手頃な診断プランです。サイト

の URLをお知らせいただくだけで診断が可能です。 

2）スタンダードプラン 

「安全なウェブサイトの作り方」だけでなく、OWASP TOP10 2013 にも準拠した

診断プランです。診断はページ単位となっていますので、網羅性の高い診断が

可能です。サイト規模調査（無料）後に診断を行うべきページ/ページ数、お見

積りをご提示します。 

3）プレミアムプラン 

スタンダードプランに OWASP TOP10 2017を含む、より広範な診断項目を追加

した診断プランです。ソースコードをご提供いただき、サイトの動作・ソース

コードの両面から診断を行います。 

4）ソースコード診断（手動） 
専門の診断員により、ソースコードを目視で診断します。比較的小規模なプロ

グラムに向いています。 

5）ソースコード診断（ツール） 
ツールを用いたソースコードの診断結果を、診断員が精査して報告します。大

規模なプログラムに向いています。 

 

高品質な診断とわかりやすいレポートは継続 

昨今の Web セキュリティにおいて事実上の基準となっている「安全なウェブサイトの作り方」の監修者であり、

セキュリティの第一人者である EG セキュアソリューションズ代表の徳丸が本サービスの診断を引き続き監修しま

す。また、「知りたいことが的確にわかる」と好評の、直感的なレポートもこれまでどおり提出します。企業のデジ

タルマーケティング支援を行うトライベックならではの観点と、セキュリティを熟知した EG セキュアソリューシ

ョンズ徳丸の知見による高品質な診断を提供します。 

 

お申し込みからご報告までの流れ 

 

 

 



              News Release 
サービスの概要 

対象者 経営企画や広報・宣伝部門など、セキュリティに詳しくない企業サイト担当者 

提供開始日 2018年 4月 11日（水） 

診断期間 1 週間～（※ウェブ健康診断プランの場合） 

納品物 検査実施計画書（希望により）、診断レポート 

＜診断プラン＞ 

診断プラン タイプ 診断対象 価格（税別） 

ネットワーク診断プラン - ・ネットワーク 27万円 

New 

ウェブ健康診断プラン 

抜き取り 

・Webサイト（フォーム/会員サイト含む） 30万円 

基本診断プラン 
・ネットワーク 

・Webサイト（フォーム含む） 
50万円～ 

総合診断プラン 

・ネットワーク 

・Webサイト（会員サイト含む） 

・改ざん検知 ・ログ 

95万円～ 

New 

スタンダードプラン 
ページ 

単位 

・Webサイト（会員サイト含む） 

・再診断 

基本料金：60万円 

（5pまでの診断を含む） 

追加 1pあたり 4万円 

New 

プレミアムプラン 

・Webサイト（会員サイト含む） 

・再診断 

基本料金：160万円 

（5pまでの診断を含む） 

追加 1pあたり 6万円 

New 

ソースコード診断（手動） 
ステップ 

単位 

・ソースコード 

基本料金：37.5万円 

（1,000ステップまでの診断を含む） 

追加 100ステップあたり 1.5万円 

New 

ソースコード診断（ツール） 
・ソースコード 

基本料金：82.5万円 

（1,000ステップまでの診断を含む） 

追加 100ステップあたり 1万円 

＜オプションプラン＞ 

オプションプラン 価格（税別） 

改ざん検知診断 10 万円 

ログ診断 10 万円 

クイックオプション 要ご相談（※条件・状況によりお受けできない場合があります） 

再診断 要ご相談 

報告会 要ご相談 

複数サイト診断 要ご相談 

定期診断 要ご相談 

詳しくはこちら：https://www.tribeck.jp/lp/tss/ 

 

今後も、イー・ガーディアンは、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生活をより便利に、

豊かにするサービスの開発に尽力して参ります。 
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【イー・ガーディアングループ 概要】 

1998 年設立。2016 年に東証一部上場。イー・ガーディアンは投稿監視、風評調査、ソーシャルリスニングのリー

ディングカンパニーとして、導入実績 800 社以上の基盤を誇る総合ネットセキュリティ企業です。事業領域は年々

拡大しており、ゲームサポートやアド・プロセス、そして子会社化した EG セキュアソリューションズ株式会社と

の連携によるサイバーセキュリティ分野まで幅広く提案が可能。センターは、提携先をふくめてグループで国内 5

都市海外 8 都市 19 拠点の業界最大級の規模を有します。  

 

■EG セキュアソリューションズ 会社概要 

代表者   ：代表取締役 徳丸 浩 

所在地   ：東京都港区麻布十番 1-2-3 プラスアストルビル 5F 

設立   ：2008 年 4 月 

資本金   ：500 万円（2017 年 9 月末現在） 

業務内容 ： 1.情報セキュリティ、情報システムに関する監査、コンサルティング 

2.情報セキュリティに関する調査、研究、執筆、教育 

3.情報セキュリティ関連の教育及びコンテンツ制作 

4.コンピュータシステムの企画、設計、開発、保守、販売 

URL   ： https://www.eg-secure.co.jp/ 

 

■イー・ガーディアン株式会社 会社概要 

代表者      ：代表取締役社長 高谷 康久 

所在地     ：東京都港区麻布十番 1-2-3 プラスアストルビル 4F           

設立       ：1998 年 5 月 

資本金     ：36,428 万円（2017 年 9 月末現在） 

業務内容   ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視業務/ユーザーサポート業務/オ

ンラインゲームカスタマーサポート業務/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査業務/ 

       コミュニティサイト企画・サイト運営代行業務・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務 

URL       ：http://www.e-guardian.co.jp/ 

 

■トライベック・ストラテジー株式会社 会社概要 

会社名 ：トライベック・ストラテジー株式会社 

所在地 ：東京都港区赤坂 7 丁目 1 番 1 号 青山安田ビル 3 階 

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋 

設立  ：2001 年 9 月 4 日 

資本金 ：1 億 500 万円 

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、マーケティングプラットフォーム事業 

ＵＲＬ ：https://www.tribeck.jp/ 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イー・ガーディアン株式会社  担当 : 堀之内 

TEL：03-5575-2561   FAX：03-5575-0621   E-mail：info@e-guardian.co.jp 
 

https://www.eg-secure.co.jp/
http://www.e-guardian.co.jp/
mailto:info@e-guardian.co.jp

